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�������
　〈日曜・祝日、９時～16時〉
　�������
��������������
　　  医師会医療センター内
　　　　　　 （公光町5-13）

�������
　�������
　　　　　　��������
　�����������
　　　　　　��������

�������	��
��������������������������
〈日曜・祝日、９時～16時〉
　��������
　　　  �������������
　  　（尼崎市水堂町3-15-20）

���������	
�������������	
���������

　空閑地の管理が不十分では、「ゴミの不法投棄」や「蚊の発生」等でご近所に迷
惑をかけることになります。所有者は、定期的な雑草等の手入れをお願いします。
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�������	
��
�正看護師・助産師　�昭和37年４月２日
以降生れの有資格者（若干名）　�総務課

��������
�７月１日～31日　�５階渡り廊下展示
ギャラリー　�奥野和義作品「飛行機マ
ニア」　�総務課

������
�７月11日（金）13時30分～15時　�南病棟
１階講義室　�糖尿病と口腔ケア　�山内
歯科口腔外科・山内義之医師　�栄養科

�����
�７月12日（土）10時～12時　�南病棟１
階講義室　�お産の経過・赤ちゃんのお
風呂　�妊娠22週以降の妊婦とパート
ナー（５組10人）　�産婦人科外来（電話
は13時以降）

�������	
��
�
�７月20日（日）14時30分～15時30分　�
外来棟５階ホール　�音楽と脳の幸せな
関係　�田中絵理（ピアノ）　�古屋晋一
氏（脳科学者）　�総務課

�������	
����
�７月19日（土）９時30分～11時30分　�

「赤ちゃんのお風呂の入れ方」「父親とし
てできること」　�母子健康手帳・テキス
ト　�20組（予約制）　�＆�上記へ

�������	
�������
�①８月６日（水）13時30分～15時30分②
８月20日（水）９時30分～11時30分　�①
保健センター②市民センター料理室　�
①「妊娠中の気持ちを話し合おう、自己紹
介」「妊娠中の虫歯予防」②調理実習「塩分
を控えた貧血予防の食事」　�25人（要予
約）　�テキスト代200円・調理実習800円
�①母子健康手帳、歯ブラシ②エプロン、
三角巾、ふきん　�上記へ

�������	
���
�７月24日（木）14時～16時　�医師会医
療センター　�講演「アトピー性皮膚炎
などの基礎知識」　�30人（予約制） /託
児先着10人　�尼崎医療生協病院小児科
部長・冨永弘久氏　�＆�上記へ

�������
�７月25日（金）９時～11時30分　�医師
会医療センター　�握力・脚筋力・柔軟性
・バランス・持久力の測定・コンピュータ
でメタボ診断　�20歳代から70歳代まで
のかた30人（予約制）　�保健センターへ

��������	�
��
�生後４カ月までの赤ちゃんのいるすべ
てのお宅を、助産師・保健師が訪問し、安
心して子育てできるように支援します　
�①出生連絡票を保健センターへ郵送②
市の乳幼児医療助成制度申請時に、保険
医療助成課の窓口ポストに投函（※①②
のいずれかで申し込んでください）

●�������	
����
�①７月29日（火）13時30分～16時②30日

（水）13時30分～16時③８月１日（金）10時
～12時30分　�①保健センター②医師会
医療センター③市民センター　�各30人

（予約制）　�①ストップ！ザ糖尿病～糖
尿病予備軍とは～②ウォーキングの効果
と注意点③ヘルシーメニュー　�①松葉
医院院長・松葉光史氏②体育協会トレー
ニング指導士・松永悟郎氏③管理栄養士
　�③600円　�③エプロン、三角巾、ふ
きん　�保健センター

�������	
�������
�７月14日（月）13時30分～15時30分　�
認知症のかたを介護している家族　�＆
�託老希望のかたは事前に電話で上記へ

��������	
��
�７月11日（金）10時～12時　�アルコー
ル問題に悩んでいる家族　�＆�上記　

�����
�７月17日（木）10時～12時　�緑保育所
�「食べ物と子どものいのちを考える」を
テーマに食の疑問・不安についての講話
�30人　�神戸大学名誉教授・保田茂氏
�300円　�上記へ

�������	
�����
�10月１日以降も引き続き交付希望者※
個別通知は行いません　�①特定疾患医
療受給者証更新交付申請書②特定疾患医
療意見書③所得税額を証明する書類④世
帯全員の住民票⑤本人の健康保険証⑥重
症患者認定申請書・診断書（重症申請をす
るかたのみ）⑦身体障害者手帳（所持して
いるかたのみ）　�９月30日（火）までに
申請用紙・添付書類等を上記へ
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　芦屋市全図・市のプロフィールを紹介した
「芦屋市ガイドマップ」を市役所北館１階行政
情報コーナー、ラポルテ市民サービスコーナー
で、ご希望の市民の皆さんお１人につき１部を
無償で差し上げています。
＊印刷部数に限りがありますので、複数部数が
必要なかたは、広報課へご相談ください。
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�����
�相談予約電話（�38-2022）
�������	
����
�７月５日（土）・11日・18日・25日（金）13
時～16時　�夫婦・家族関係・心の悩み
�������	
���������
�７月２日・16日（水）13時～16時　�夫や
親しい関係にある男性からの暴力（ＤＶ）

�������	
������
�７月７日（月）13時～16時　�市民相談
室（南館地下１階）　�市内事業者　�＆
�経済課（�38-2033）

�������	
�
�お困りです課（�38-5401）
�������	�
�７月８日（火）13時～16時　�市民相談
室　�遺言書等公正証書の相談　�12時
45分～15時30分に南館玄関受付へ
������
�７月16日（水）13時～16時　�お困りで
す課　�行政への意見・要望　�12時45
分～15時30分お困りです課へ
�������	�
���
�毎週金曜日13時～16時　�市民相談室
�登記・多重債務整理等の相談　�12時
45分～15時30分に南館玄関受付へ
�������	
���
�毎週木曜日13時～16時　�市民相談室
�借地・借家・金銭貸借など（要予約）　�
その週の月曜日９時から電話で上記へ
������
�毎週水曜日13時～16時　�市民相談室
�離婚・相続（要予約）　�その週の月曜
日（21日のみ火曜日）９時から電話で上記へ

�������	
��	�
�障害福祉課（�38-2043/FAX38-2178）
�������	
���
�７月25日（金）９時30分～　�西宮市総
合福祉センター　�身体障害者手帳所持
の肢体不自由者
�������	
������
�毎週金曜日、13時30分～15時30分　�第
１・３・４週は身体障がい、第２週は知的障
がい　�福祉事務所相談室（南館１階）
�������	�
�毎週水・土曜日、９時～17時　�芦屋メン
タルサポートセンター（�32-0458/Ｅ－
メール：ashiya-msc@xui.biglobe.ne.jp）
�������	
�
�����
�７月19日（土）13時30分～15時30分　�
心のやまい・その１　�心を病む人の家
族等30人（要予約）　�精神科医師・寺内
嘉一氏　�＆�芦屋メンタルサポート
センター（�32-0458※水・土のみ）

�������	
��
��
�＜月～金曜日＞10時～19時＜土・日・祝
日＞10時～17時※休業日は７月17日（木）
�住民票・印鑑証明書等の交付（税関係証
明書の一部）　�ラポルテ市民サービス
コーナー（�31-3130）

�������	
�����
�７月14日（月）13時～16時　�市民相談
室（南館地下１階）　�労務相談・年金相談
・社会保険相談・労働保険相談等　�＆�
経済課（�38-2033）

�������	
������
�７月15日（火）①13時30分～②14時30分～
�市民相談室　�財産侵害・多重債務など
�高年福祉課（�38-2044）

�������
�＆�図書館（�31-2301）
�������	�
�①７月４日②18日（金）いずれも13時30
分～　�①「東京物語」②「東京暮色」
��������	
��	
�
�７月５日・12日・19日・26日（土）14時～
15時　�３歳～小学生中心
�������	
�����
�７月12日（土）15時～15時30分　�打出教
育文化センター　�３歳以上（保護者可）

�������	
�������
�７月５日（土）14時～15時30分　�市民
センター多目的室　�レク・ゲーム（伝承
あそび・ムードづくりゲーム・体力づくり
ゲームなど）　�レク・コーディネーター
・藤原由紀氏　�50人　�200円（資料代）
�＆�スポーツ・青少年課（�22-7910）

�������	
����
�＆�男女共同参画センター （�38-2023）
�������	
��������
�７月10日～24日、９時～17時15分（平日のみ）
�������	
������
�７月28日（月）10時～12時　�子育て中の
親（祖父母）と子ども（２歳～就学前）８人　
�１人300円　�電話または上記へ

�������	
���
�７月10日（木）14時～16時※毎月第２木
曜日が定例　�地球にも財布にも優し
い、家庭でできるエコ生活　�環境問題
に関心のある市民の皆さん　�＆�あし
や市民活動センター（�57-0511）

�������	
����������
�７月16日（水）～毎月第３水曜日（途中
参加可）13時30分～15時　�太鼓でリズ
ムを楽しむ音楽療法　�呉川介護予防
センター　�65歳以上のかた　�お茶・タ
オル・上履き　�高年福祉課 （�38-2044）

��������	
��
�
�社会福祉協議会（�32-7530）
�������	��
�７月17日（木）12時～　�老人福祉会館
�市内70歳以上のかた40人　�500円　
�７月２日（水）から上記へ
�������	
�
�７月14日（月）14時30分～16時　�市民
センター幼児室　�紙芝居ほか　�幼児
・小学校低学年と保護者20人　�上記へ

�������	
�
�児童センター（�22-9229/FAX22-1659）
��������
�７月９日（水）①９時30分～10時30分②10
時45分～11時45分③14時30分～15時30分　
�親子での手遊び　�平成17年４月２日
～18年４月１日生まれの幼児と保護者18
組　�７月８日（火）９時30分から電話で
��������
�７月３日・10日・17日（木）14時30分～15
時30分　�親子で自由遊び　�１・２歳
児と保護者18組　�当日、10分前から会
場で受け付け
�������	�
�
�７月16日・30日（水）①９時～12時②13
時～17時※16日は②のみ　�市内の子育
てサークルに遊戯室を無料開放　�７月
２日（水）９時30分から窓口へ
��������
�７月２日（水）①10時～11時30分②14時
30分～16時　�児童厚生員と自由遊び　
�２・３歳児①16人②12人　�７月１日

（火）９時30分から電話で
�������	
��
�７月16日（水）10時～11時30分　�上宮
川文化センター　�幼稚園・小学生の保
護者（子ども同伴不可）　�卓球　�電話
またはファクスで上記へ
�������	
�
�火・木・金曜日の午前中　�児童厚生員
との個人面談　�電話で上記へ

�������	
�
�＆��������	
���①健康体
操（中高年）９時15分～②ヨガ（初級～）11
時～③エアロビクス（初級～）13時30分～
�������	
����④ピラティス10
時～　�������	
����⑤気功（中
級）10時～⑥元気体操（初心者）13時15分～
⑦チェア体操（いすに座って）14時30分～
⑧A-kids D.R.C（小・中学生初心者のダン
ス）16時30分～　�������	
����
⑨気功（初級）10時～⑩yoga*８月1日～（初
級～）11時45分～⑪エアロビクス（初級～）
13時30分～　�体育館・青少年センター　
�各先着20人②④⑩18人　�9,450円～
18,900円（全15回）　�７月２日～13日・10
時30分から下記へ※申し込み時に入金が
必要　�体育協会（�31-8228）　

�������	
������
�７月23日（水）①13時～16時②１回目13時
～/２回目14時30分～　�①海技大学校②
東部内貿埠頭岸壁　�①海の話・施設見学
②大阪湾巡航　�①60人②小学生以上・各
回50人（小学生は保護者同伴）　�往復はが
きに代表者の氏名・住所・年齢・電話番号・参
加者氏名と年齢を記入し、下記へ郵送７月
14日<必着>　�海技大学校庶務課 （�38-
6201 〒659-0026西蔵町12-24）

��������
�７ 月21日（月・祝）９ 時30分 ～12時30
分　�消防本部会議室（仮設庁舎）　�
ＡＥＤ（除細動器）・心肺蘇生法、大出血
時の止血法ほか　�20人（受講者には

「修了証」交付）※グループでの申し込
みは随時受け付け　�消防本部警防課
救急救命担当（�32-2345）

��������	
�
�①７月14（月）14時～15時30分②18日（金）
14時～15時30分③28日（月）14時～15時30分
④土曜・日曜・祝日13時30分～16時30分　�
①夏の花で寄せ植え②観葉植物で寄せ植え
③サボテンで寄せ植え④緑化相談　�①②
3,500円③2,000円　�持ち帰り用の袋　�
①７日②11日③21日までに電話かファクス
で下記へ④電話・ファクス・メールで　�＆
�みどりの相談所（�34-0031/FAX25-2026
Ｅメールashiya-park-info@kcc.zaq.ne.jp）

◆������
�公民館（�35-0700/FAX31-4998 〒659-
0068 業平町8-24）
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�＆�上宮川文化センター（�22-9229 
〒659-0061 上宮川町10-5）
�������	
��
�７月23日（水）・25日（金）10時～12時
<全２回>　�初めてのエクセル　�両
日受講可能な60歳以上・文字入力のでき
るかた６人　�1,000円
�������	
�
�７月23日（水）・25日（金）13時～15時
<全２回>　�パソコンの基礎　�両日
受講可能な60歳以上のパソコン初心者６
人　�1,000円
��������	
�����
�７月30日・８月６日（水）<全２回>  ①
10時～12時②13時～15時　�ワードでチ
ラシや案内作り　� 各コ－ス２日受講
できるかた ①②各６人　�1,000円　�
はがきで希望教室名（１教室・１枚）、郵便
番号、住所・氏名・年齢・電話番号を記入し
７月10日（木）<必着>までに上記へ

�������	
�
�＆�海浜公園プール（� 22-8861）
�������	
��
������
�①７月23日～25日②７月30日～８月１日
③８月27日～29日④７月29日～８月１日
�３日間コース4,500円（①②連続は8,400
円）④４日間コース5,600円　�上記へ
�������	
�
�①木曜クラス（７月17日・24日・31日・８
月７日）11時30分～②土曜クラス（７月19
日・26日・８月２日・９日）13時30分～　�
週１回5,250円・週２回9,400円　�上記へ

６月９日までの受け入れ分（敬称略）
�������	
���
＜社会福祉のために＞
●300,000円、橋本すゑ子　●100,000円、匿
名
��������	
���

　高齢者グループの、日ごろの活動
成果をぜひ、ご覧ください。
■���７月６日（日）午後１時30分
～４時　���　ルナ・ホール
����コ ー
ラ ス・ダ ン ス・
謡 曲・民 踊・バ
トン・歌謡曲等

���　７月25日（金） 午
後１時30分～３時30分　
���　市役所分庁舎２
階中会議室　����　
ペットボトル角型（２? ）
２個・木綿の布・千代紙・和
紙 の い ず れ か（90㎝×30
㎝）を（６㎝×６㎝）にカッ

トしたもの50枚・木工用ボンド・定規はさみ
（ピッキングはさみ）・カッターナイフ�����
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���　７月21日（月）①午前10時～②午後
１時30分～　���　ルナ・ホール　���
�　上映協力費　����　下記へ
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���　７月13日（日）午前10時～午後４時　����市民セン
ター 301室・多目的室・音楽室　■��　布おもちゃづくり講座、
ボランティアのお楽しみ会、みんな元気ジム、
大型おもちゃで遊べるコーナーなど
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